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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　A)少なくとも25%の脂肪物質、
　B)4,5-ジアミノピラゾールまたはその酸付加塩から選択される1種または複数の酸化塩
基、
　C)B)で定義された酸化塩基とは異なる、1種または複数の追加の染料前駆体、および
　D)1種または複数の酸化剤を含み、
　E)1種または複数のアルカリ剤を含むかまたは含まない、
ケラチン繊維の酸化染色用組成物。
【請求項２】
　脂肪物質が、周囲温度および大気圧で液体またはペースト状である化合物から選択され
る、請求項1に記載の組成物。
【請求項３】
　脂肪物質が、周囲温度および大気圧で液体である化合物から選択される、請求項2に記
載の組成物。
【請求項４】
　少なくとも25%の、脂肪酸以外の脂肪物質を含む、請求項1から3のいずれかに記載の組
成物。
【請求項５】
　脂肪物質が、低級アルカン、脂肪アルコール、脂肪酸エステル、脂肪アルコールエステ
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ル、非シリコーン油、非シリコーンワックスおよびシリコーンから選択される、請求項1
から4のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　脂肪物質が非シリコーン系である、請求項1から5のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基が、式(I)
【化１】

　[式中、
　R1、R2、R3、R4およびR5は、同一であるか異なっていてよく、水素原子;または非置換
であるか、もしくはOR(Rは、同じか異なっていてよく、水素原子またはアルキル基を表す
)から選択される少なくとも1つの置換基で置換されているC1～C6アルキル基を表し、R6は
、水素原子またはC1～C6アルキル基である]
に対応する、請求項1から6のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基が、4,5-ジアミノ-1-(2-ヒドロキシエチル)-1H-ピラ
ゾールおよびその塩から選択される、請求項1から7のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　追加の染料前駆体が、酸化塩基およびカプラーから選択される、請求項1から8のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　追加の染料前駆体が、o-およびp-フェニレンジアミン酸化塩基、複塩基、o-およびp-ア
ミノフェノール、複素環塩基ならびにまたこれらの化合物の酸付加塩から選択される、請
求項1から9のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　追加の染料前駆体が、p-アミノフェノール酸化塩基、複素環塩基およびまたこれらの化
合物の酸付加塩から選択される、請求項1から10のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　追加の染料前駆体が、m-アミノフェノールカプラー、m-フェニレンジアミン、m-ジフェ
ノール、ナフトール、複素環カプラー、およびこれらの化合物の酸付加塩から選択される
、請求項8に記載の組成物。
【請求項１３】
　酸化剤が過酸化物である、請求項1から12のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　アルカリ剤が、アンモニアまたはアルカノールアミンである、請求項1から13のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　請求項1から13のいずれか一項に記載の組成物が、所望の着色を生み出すのに十分な時
間ケラチン繊維に適用される、ケラチン繊維を染色する方法。
【請求項１６】
　脂肪物質を含む組成物を含む第1の区画、4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基および追加
の染料前駆体を含み、アルカリ剤を含むかまたは含まない第2の区画、ならびに酸化剤を
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含む第3の区画を含み、この第3の区画が脂肪物質の一部を含むことが可能である多区画デ
バイスであって;前記第1の区画、第2の区画、および第3の区画の混合物が少なくとも25%
の前記脂肪物質を含む、多区画デバイス。
【請求項１７】
　脂肪物質および1種または複数の酸化剤を含む組成物を含む第1の区画、ならびに4,5-ジ
アミノピラゾール酸化塩基、および追加の染料前駆体を含み、アルカリ剤を含むかまたは
含まない第2の区画を含む多区画デバイスであって;前記第1の区画と第2の区画の混合物が
少なくとも25%の前記脂肪物質を含む、多区画デバイス。
【請求項１８】
　脂肪物質、4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基、および追加の染料前駆体(複数可)を含み
、アルカリ剤を含むかまたは含まない組成物を含む第1の区画、ならびに1種または複数の
酸化剤を含む第2の区画を含む多区画デバイスであって;前記第1の区画と第2の区画の混合
物が少なくとも25%の前記脂肪物質を含む、多区画デバイス。
【請求項１９】
　ケラチン繊維を酸化染色するための、請求項1から14のいずれか一項に記載の組成物の
使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願の主題は、ケラチン繊維の酸化染色用組成物である。
【背景技術】
【０００２】
　酸化染料、特に酸化染料前駆体および調色剤を含む染料組成物でケラチン繊維、特にヒ
ト毛髪を染色することが知られている。
【０００３】
　一般に酸化塩基として知られている酸化染料前駆体は、最初は無色または弱く着色され
た化合物であり、酸化縮合過程によって酸化性生成物と結合して、着色されたおよび着色
性化合物を生じさせることができる。これらは、一般に、o-またはp-フェニレンジアミン
、o-またはp-アミノフェノールおよび複素環塩基などの化合物である。
【０００４】
　酸化塩基をカプラーまたは調色剤と組み合わせることによって、これらの酸化塩基で得
られる色調を変えることが可能であることも知られており、後者は、一般にm-ジアミノベ
ンゼン、m-アミノフェノール、m-ジフェノールおよびインドール化合物などのいくつかの
複素環化合物から選択される。
【０００５】
　酸化塩基およびカプラーとして関与する様々な分子は、豊富な範囲の色を得ることを可
能にする。
【０００６】
　これらの酸化染料によって得られた「永久的」着色(酸化染色とも呼ばれる)は、さらに
いくつかの必要条件を満たすべきである。したがって、この着色は、毒物学的欠点を有す
るべきでなく、色調を所望の強度で得られるようにするべきであり、光、悪天候、洗浄、
パーマ、発汗および摩擦などの外部の攻撃に対して良好な堅牢度を示すべきである。
【０００７】
　この染料はまた、白髪を隠すことが可能であるべきであり、最終的にはできるだけ非選
択的であるべきであり、即ち、その先端部およびその根元までの間で通常異なって感受性
が増した(即ち、損傷を受けた)、同一のケラチン繊維に沿ってずっとできるだけ最小の着
色差を得ることを可能にするべきである。
【０００８】
　毛髪の染色の分野で、例えば補助剤の手段によって、染色特性を改良する多くの試みが
なされている。しかし、これらの補助剤の選択は、これらの組成物の他の特性に害を及ぼ
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すことなく染料組成物の染色特性を改良するべきなので難しい。特に、これらの補助剤は
、ケラチン繊維の明色化特性および着色適用特性に害を及ぼすべきではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】DE-A-3843892
【特許文献２】DE-A-4133957
【特許文献３】WO94/08969
【特許文献４】WO94/08970
【特許文献５】FR-A-2733749
【特許文献６】DE-A-19543988
【特許文献７】GB1026978
【特許文献８】GB1153196
【特許文献９】DE2359399
【特許文献１０】JP88-169571
【特許文献１１】JP91-10659
【特許文献１２】WO96/15765
【特許文献１３】FR-A-2750048
【特許文献１４】FR-A-2886136
【特許文献１５】FR-A-2766177
【特許文献１６】FR-A-2766178
【特許文献１７】FR-A-2782718
【特許文献１８】FR-A-2782716
【特許文献１９】FR-A-2782719
【特許文献２０】FR-A-2766179
【特許文献２１】EP-A-1348695
【特許文献２２】FR-A-2586913
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Walter Nollの「Chemistry and Technology of Silicones」(1968)、Ac
ademie Press
【非特許文献２】Todd & Byers「Volatile Silicone fluids for cosmetics」、Cosmetic
s and Toiletries、91巻、1976年1月、27～32頁
【非特許文献３】ASTM規格445 Appendix C
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、従来技術の欠点を有さない、ケラチン繊維の酸化染色のための新規な
組成物を得ることである。より詳細には、本発明の目的は、改良された染色特性を有し、
混合することおよび適用することが容易であり、特に、流れず、適用したところにちょう
ど局在したままである、ケラチン繊維の酸化染色用組成物を得ることである。「改良され
た染色特性」という用語は、特に、染色の強度(strength)/強度(intensity)および/また
は均一性のレベルにおける改良を意味するものとする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このようにして、この目的は、本発明によって達成され、その主題は、
　A)少なくとも25%の脂肪物質、
　B)4,5-ジアミノピラゾールおよびその酸付加塩から選択される1種または複数の酸化塩
基、
　C)B)で定義された酸化塩基とは異なる、1種または複数の追加の染料前駆体、
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　D)1種または複数の酸化剤、ならびに場合によって
　E)1種または複数のアルカリ剤
を含む、ケラチン繊維、特に毛髪などのヒトケラチン繊維の酸化染色用組成物である。
【００１３】
　本発明による組成物は、その改良された染色特性によって卓越している。特に、本発明
の組成物は、優れた強度(strength)および/または強度(intensity)および/または毛髪の
先端から根元の間の繊維に沿って色の優れた均一性(着色の選択性とも称される)および/
または優れた色度を示す着色を生じる。本発明の組成物は、問題なしにおよび流れること
なくケラチン繊維に適用される。この組成物は、染色工程中ケラチン繊維の劣化の軽減を
得ることも可能にする。
【００１４】
　最後に、本発明の組成物によって得られた着色は、堅牢であり、ケラチン繊維が曝され
得る様々な外部の攻撃に耐性がある。
【００１５】
　本発明の主題はまた、本発明による組成物を用いてケラチン繊維を染色する方法である
。
【００１６】
　本発明の主題はまた、本発明の組成物を用いるための多区画デバイスである。
【００１７】
　本発明の主題は、ケラチン繊維を酸化染色するための、本発明による組成物の使用であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　言及したように、本発明の組成物は、1種または複数の脂肪物質を含む。
【００１９】
　「脂肪物質」という用語は、常温(25℃)および大気圧(760mmHg)で水に不溶性(5%未満、
好ましくは1%未満、さらにより好ましくは0.1%未満の溶解度)である、有機化合物を意味
するものとする。脂肪物質は、その構造中に少なくとも2つのシロキサン基または少なく
とも6個の炭素原子を含む少なくとも1つの炭化水素系鎖を有する。さらに、脂肪物質は、
通常同じ温度および圧力条件下で有機溶媒、例えば、クロロホルム、エタノール、ベンゼ
ンまたはデカメチルシクロペンタシロキサン中に可溶性である。
【００２０】
　本発明によれば、この脂肪物質は、好ましくは脂肪酸以外の脂肪物質から選択される。
この脂肪物質は、特に、低級アルカン、脂肪アルコール、脂肪酸エステル、脂肪アルコー
ルエステル、油、特に非シリコーンの鉱物、植物、動物または合成油、非シリコーンワッ
クスおよびシリコーンから選択される。
【００２１】
　本発明の目的では、このアルコール、エステルおよび脂肪酸は、より特に、6～30個の
炭素原子を含む1種または複数の飽和または不飽和の直鎖または分枝炭化水素系基を有し
、これらは、特に1つまたは複数のヒドロキシル基(特に1～4つの)で場合によって置換さ
れていることが想起される。これらが不飽和の場合、これらの化合物は、1～3つの共役ま
たは非共役の炭素-炭素二重結合を含んでもよい。
【００２２】
　低級アルカンについては、後者は、好ましくは6～16個の炭素原子を含み、直鎖または
分枝、場合によって環状である。例として、このアルカンは、ヘキサンおよびドデカン、
イソヘキサデカンおよびイソデカンなどのイソパラフィンから選択してもよい。
【００２３】
　本発明の組成物に使用することができる非シリコーン油として、例えば、
- ペルヒドロスクアレンなどの動物起源の炭化水素系の油;
- 6～30個の炭素原子を含む脂肪酸の液体トリグリセリド、例えば、ヘプタン酸もしくは
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オクタン酸のトリグリセリド、あるいは、例えば、ヒマワリ油、トウモロコシ油、ダイズ
油、マロー油、ブドウ種油、ゴマ油、ヘーゼルナッツ油、アンズ油、マカダミア油、アラ
ラ油、ヒマシ油、アボカド油、Stearineries Dubois社よって販売されているものまたはD
ynamit Nobel社によって商品名Miglyol(登録商標)810、812および818として販売されてい
るものなどの、カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド、ホホバ油、シアバター油などの
植物起源の炭化水素系の油;
- 16個を超える炭素原子を含む、鉱物または合成起源の直鎖または分枝炭化水素、例えば
、流動パラフィン、ワセリン、流動ワセリン、ポリデセン、Parleam(登録商標)などの硬
化ポリイソブテン;
- 部分的な炭化水素系フルオロ油(フルオロ油として、BNFL Fluorochemicals社によって
商品名Flutec(登録商標)PC1およびFlutec(登録商標)PC3として販売されている、ペルフル
オロメチルシクロペンタンおよびペルフルオロ-1,3-ジメチルシクロヘキサン;ペルフルオ
ロ-1,2-ジメチルシクロブタン;3M社によって商品名PF 5050(登録商標)およびPF 5060(登
録商標)として販売されている、ドデカフルオロペンタンおよびテトラデカフルオロヘキ
サンなどのペルフルオロアルカン、あるいはAtochem社によって商品名Foralkyl(登録商標
)として販売されているブロモペルフルオロオクチル;ノナフルオロメトキシブタンおよび
ノナフルオロエトキシイソブタン;3M社によって商品名PF 5052(登録商標)として販売され
ている4-トリフルオロメチルペルフルオロモルホリンなどのペルフルオロモルホリン誘導
体をさらに挙げてもよい)を挙げてもよい。
【００２４】
　本発明の組成物に脂肪物質として使用することができる脂肪アルコールは、非オキシア
ルキレン化の飽和または不飽和で直鎖または分枝であり、6～30個の炭素原子、より特に8
～30個の炭素原子を含み;セチルアルコール、ステアリルアルコールおよびその混合物(セ
チルステアリルアルコール)、オクチルドデカノール、2-ブチルオクタノール、2-ヘキシ
ルデカノール、2-ウンデシルペンタデカノール、オレイルアルコールまたはリノレイルア
ルコールを挙げてもよい。
【００２５】
　本発明の組成物に使用することができる非シリコーンワックス(複数可)は、特に、カル
ナウバワックス、カンデリラワックス、アフリカハネガヤワックス、パラフィンワックス
、オゾケライト、オリーブワックス、コメワックス、硬化ホホバワックスなどの植物ワッ
クス、またはBertin社(France)によって販売されているクロフサスグリの花のエッセンシ
ャルワックスなどの花の純粋ワックス、動物ワックス、例えば、ミツワックスもしくは変
性ミツワックス(cerabellina)から選択される。本発明により一般的に使用することがで
きるその他のワックスまたはワックス質の出発材料には、特に、注文番号M82としてSophi
m社によって販売されている製品などの魚ワックスおよびポリエチレンワックスまたはポ
リオレフィンワックスがある。
【００２６】
　このエステルは、飽和または不飽和の直鎖または分枝C1～C26脂肪族モノまたはポリ酸
および飽和または不飽和の直鎖または分枝C1～C26脂肪族モノまたは多価アルコールのエ
ステルであり、エステルの総炭素数は、より特に10個以上である。
【００２７】
　このモノエステルの中で、ベヘン酸ジヒドロアビエチル;ベヘン酸オクチルドデシル;ベ
ヘン酸イソセチル;乳酸セチル;C12～C15アルキルラクテート;乳酸イソステアリル;乳酸ラ
ウリル;乳酸リノレイル;乳酸オレイル;オクタン酸(イソ)ステアリル;オクタン酸イソセチ
ル;オクタン酸オクチル;オクタン酸セチル;オレイン酸デシル;イソステアリン酸イソセチ
ル;ラウリン酸イソセチル;ステアリン酸イソセチル;オクタン酸イソデシル;オレイン酸イ
ソデシル;イソノナン酸イソノニル;パルミチン酸イソステアリル;メチルアセチルリシノ
レート;ステアリン酸ミリスチル;イソノナン酸オクチル;イソノナン酸2-エチルヘキシル;
パルミチン酸オクチル;ペラルゴン酸オクチル;ステアリン酸オクチル;エルカ酸オクチル
ドデシル;エルカ酸オレイル;パルミチン酸エチルおよびパルミチン酸イソプロピル、パル
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ミチン酸2-エチルヘキシル、パルミチン酸2-オクチルデシル、ミリスチン酸イソプロピル
、ミリスチン酸ブチル、ミリスチン酸セチル、ミリスチン酸2-オクチルドデシル、ミリス
チン酸ミリスチルまたはミリスチン酸ステアリルなどのアルキルミリステート、ステアリ
ン酸ヘキシル、ステアリン酸ブチル、ステアリン酸イソブチル;マレイン酸ジオクチル、
ラウリン酸ヘキシル、ラウリン酸2-ヘキシルデシルを挙げてもよい。
【００２８】
　さらにこの変形の状況において、C4～C22ジカルボン酸またはトリカルボン酸とC1～C22
アルコールのエステルおよびモノ、ジまたはトリカルボン酸とC2～C26ジ、トリ、テトラ
またはペンタヒドロキシアルコールのエステルも使用してもよい。
【００２９】
　特に、セバシン酸ジエチル;セバシン酸ジイソプロピル;アジピン酸ジイソプロピル;ア
ジピン酸ジn-プロピル;アジピン酸ジオクチル;アジピン酸ジイソステアリル;マレイン酸
ジオクチル;グリセリルウンデシレネート;オクチルドデシルステアロイルステアレート;
モノリシノール酸ペンタエリスリチル;テトライソノナン酸ペンタエリスリチル;テトラペ
ラルゴン酸ペンタエリスリチル;テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル;テトラオク
タン酸ペンタエリスリチル;プロピレングリコールジカプリレート;プロピレングリコール
ジカプレート;エルカ酸トリデシル;クエン酸トリイソプロピル;クエン酸トリイソステア
リル;グリセリルトリラクテート;グリセリルトリオクタノエート;クエン酸トリオクチル
ドデシル;クエン酸トリオレイル、プロピレングリコールジオクタノエート;ネオペンチル
グリコールジヘプタノエート;ジエチレングリコールジイソノナノエート;およびポリエチ
レングリコールジステアレートを挙げることができる。
【００３０】
　上述したエステルの中で、パルミチン酸エチル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチ
ン酸ミリスチル、パルミチン酸セチル、パルミチン酸ステアリル、パルミチン酸2-エチル
ヘキシル、パルミチン酸2-オクチルデシル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸ブ
チル、ミリスチン酸セチルまたはミリスチン酸2-オクチルドデシルなどのアルキルミリス
テート、ステアリン酸ヘキシル、ステアリン酸ブチル、ステアリン酸イソブチル;マレイ
ン酸ジオクチル、ラウリン酸ヘキシル、ラウリン酸2-ヘキシルデシル、イソノナン酸イソ
ノニルまたはオクタン酸セチルを使用することが好ましい。
【００３１】
　この組成物はまた、脂肪エステルとして、C6～C30、好ましくはC12～C22脂肪酸の糖エ
ステルおよびジエステルを含んでもよい。「糖」という用語は、少なくとも4個の炭素原
子を含み、アルデヒドまたはケトン官能基を有するか有しない、いくつかのアルコール官
能基を含む、酸素含有炭化水素系化合物を意味することが想起される。これらの糖は、単
糖類、オリゴ糖類または多糖類であってもよい。
【００３２】
　適した糖として、例えば、スクロース(またはサッカロース)、グルコース、ガラクトー
ス、リボース、フコース、マルトース、フルクトース、マンノース、アラビノース、キシ
ロースおよびラクトース、およびこれらの誘導体、特に、メチル誘導体、例えばメチルグ
ルコースなどのアルキル誘導体を挙げてもよい。
【００３３】
　脂肪酸の糖エステルは、特に、前述の糖と直鎖または分枝の飽和または不飽和C6～C30
、好ましくはC12～C22脂肪酸のエステルまたはエステルの混合物を含む群から選択しても
よい。これらが不飽和の場合、これらの化合物は、1～3つの共役または非共役の炭素-炭
素二重結合を含んでもよい。
【００３４】
　この変形によるエステルはまた、モノ、ジ、トリおよびテトラエステルおよびポリエス
テル、ならびにこれらの混合物から選択してもよい。
【００３５】
　これらのエステルは、例えば、オレエート、ラウレート、パルミテート、ミリステート
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、ベヘネート、ココエート、ステアレート、リノレエート、リノレネート、カプレートお
よびアラキドネート、または特に、オレオ-パルミテート、オレオ-ステアレートおよびパ
ルミトステアレート混合エステルなどのこれらの混合物であってもよい。
【００３６】
　より特に、モノエステルおよびジエステル、特にスクロース、グルコースまたはメチル
グルコースのモノまたはジオレエート、ステアレート、ベヘネート、オレオパルミテート
、リノレエート、リノレネートおよびオレオステアレートを使用することが好ましい。
【００３７】
　例として、メチルグルコースジオレエートである、Amerchol社によって商品名Glucate(
登録商標)DOとして販売されている製品を挙げてもよい。
【００３８】
　糖と脂肪酸のエステルまたはエステルの混合物の例として、以下のものも挙げてもよい
。
- Crodesta社によって商品名F160、F140、F110、F90、F70、SL40として販売されている製
品、それぞれが、73%モノエステルならびに27%ジエステルおよびトリエステルから、61%
モノエステルならびに39%ジエステル、トリエステルおよびテトラエステルから、52%モノ
エステルならびに48%ジエステル、トリエステルおよびテトラエステルから、45%モノエス
テルならびに55%ジエステル、トリエステルおよびテトラエステルから、39%モノエステル
ならびに61%ジエステル、トリエステルおよびテトラエステルから形成されるスクロース
パルミトステアレート、ならびにスクロースモノラウレートを表す。
- 商品名Ryoto Sugar Estersとして販売されている製品、例えばB370で参照され、20%モ
ノエステルと80%ジエステル-トリエステル-ポリエステルから形成されるスクロースベヘ
ネートに相当する。
- 商品名Tegosoft(登録商標)PSEとしてGoldschmidt社によって販売されているスクロース
モノ-ジパルミト-ステアレート。
【００３９】
　本発明の組成物に使用することができるシリコーンは、25℃で5×10-6～2.5m2/秒、好
ましくは1×10-5～1m2/秒の粘度を有し、非変性または有機基で変性された、揮発性また
は不揮発性の、環状、直鎖または分枝シリコーンである。
【００４０】
　本発明により使用することができるシリコーンは、油、ワックス、樹脂またはガムの形
態であってもよい。
【００４１】
　好ましくは、このシリコーンは、ポリジアルキルシロキサン、特に、ポリジメチルシロ
キサン(PDMS)、およびポリ(オキシアルキレン)基、アミノ基およびアルコキシ基から選択
される少なくとも1つの官能基を含む有機変性ポリシロキサンから選択される。
【００４２】
　オルガノポリシロキサンは、Walter Nollの「Chemistry and Technology of Silicones
」(1968)、Academie Press中に詳細に定義されている。これらは、揮発性または不揮発性
であり得る。
【００４３】
　これらが揮発性の場合、シリコーンは、より特に60℃から260℃の間の沸点を有するも
の、より特に3～7個、好ましくは4～5個のケイ素原子を含む環状ポリジアルキルシロキサ
ンから選択される。これらは、例えば、特に、Union Carbideによって商品名Volatile Si
licone(登録商標)7207、またはRhodiaによってSilbione(登録商標)70045 V2として販売さ
れているオクタメチルシクロテトラシロキサン、Union Carbideによって商品名Volatile 
Silicone(登録商標)7158、およびRhodiaによってSilbione(登録商標)70045 V5として販売
されているデカメチルシクロペンタシロキサン、ならびにこれらの混合物である。
【００４４】
　ジメチルシロキサン/メチルアルキルシロキサンタイプの環状コポリマー、例えば、式
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【００４５】
【化１】

【００４６】
のUnion Carbide社によって販売されているVolatile Silicone(登録商標)FZ 3109を挙げ
てもよい。
【００４７】
　環状ポリジアルキルシロキサンと有機ケイ素化合物との混合物、例えば、オクタメチル
シクロテトラシロキサンとテトラトリメチルシリルペンタエリスリトール(50/50)との混
合物およびオクタメチルシクロテトラシロキサンとオキシ-1,1'-ビス(2,2,2',2',3,3'-ヘ
キサトリメチルシリルオキシ)ネオペンタンとの混合物を挙げてもよい。
【００４８】
　(ii)2～9個のケイ素原子を含み、25℃で5×10-6m2/秒以下の粘度を有する線状揮発性ポ
リジアルキルシロキサン。例には、Toray Silicone社によって特に商品名SH 200として販
売されているデカメチルテトラシロキサンがある。この範疇に属するシリコーンは、Cosm
etics and Toiletries、91巻、1976年1月、27～32頁に発表された論文、Todd & Byers「V
olatile Silicone fluids for cosmetics」にも記載されている。
【００４９】
　不揮発性のポリジアルキルシロキサン、ポリジアルキルシロキサンガムおよび樹脂、上
記の有機官能基で変性されたポリオルガノシロキサンおよびこれらの混合物も好ましくは
使用される。
【００５０】
　これらのシリコーンは、より特にポリジアルキルシロキサンから選択され、その中で主
に、トリメチルシリル末端基を含むポリジメチルシロキサンを挙げてもよい。このシリコ
ーンの粘度は、ASTM規格445 Appendix Cに従って25℃で測定される。
【００５１】
　これらのポリジアルキルシロキサンの中で、以下の市販品
- Rhodiaによって販売されている、47および70047系列のSilbione(登録商標)油または
Mirasil(登録商標)油、例えば油70047 V 500000;
- Rhodia社によって販売されているMirasil(登録商標)系列の油;
- Dow Corning社製200系列の油、例えば、60000mm2/秒の粘度を有するDC200;
- General Electric製Viscasil(登録商標)油およびGeneral Electric製SF系列(SF 96、SF
 18)のいくつかの油。
を非限定的に挙げてもよい。
【００５２】
　名称ジメチコノール(CTFA)として知られている、ジメチルシラノール末端基を含むポリ
ジメチルシロキサン、例えば、Rhodia社製48系列の油を挙げてもよい。
【００５３】
　この範疇のポリジアルキルシロキサンの中で、ポリ(C1～C20)ジアルキルシロキサンで
ある、Goldschmidt社によって商品名Abil Wax(登録商標)9800および9801として販売され
ている製品を挙げてもよい。
【００５４】
　本発明により使用することができるシリコーンゴムは、特にポリジアルキルシロキサン
、好ましくは、溶媒中で単独でまたは混合物として使用される、200000から1000000の間
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の高い数平均分子質量を有するポリジメチルシロキサンである。この溶媒は、揮発性シリ
コーン、ポリジメチルシロキサン(PDMS)油、ポリフェニルメチルシロキサン(PPMS)油、イ
ソパラフィン、ポリイソブチレン、塩化メチレン、ペンタン、ドデカン、トリデカン、ま
たはこれらの混合物から選択してもよい。
【００５５】
　本発明により特に使用することができる製品は、
- その鎖の末端でヒドロキシ化されたポリジメチルシロキサン、またはジメチコノール(C
TFA)とシクロメチコン(CTFA)としても知られている環状ポリジメチルシロキサンから形成
される混合物、例えばDow Corning社によって販売されている製品Q2 1401;
- ポリジメチルシロキサンガムと環状シリコーンの混合物、例えばGeneral Electric社製
の製品SF 1214 Silicone Fluid(この製品は、500000の数平均分子量を有し、デカメチル
シクロペンタシロキサンに対応する油SF 1202 Silicone Fluid中に溶解された、ジメチコ
ンに対応するSF 30ガムである);
- 異なる粘度を有する2種のPDMS、より特にPDMSガムとPDMS油の混合物、例えばGeneral E
lectric社製の製品SF 1236(この製品SF 1236は、20m2/秒の粘度を有する上記で定義され
たSE 30ガムと、5×10-6m2/秒の粘度を有するSF 96油との混合物である。この製品は、好
ましくはSE 30ガム15%およびSF 96油85%を含む)
などの混合物である。
【００５６】
　本発明により使用することができるオルガノポリシロキサン樹脂は、以下の単位
　R2SiO2/2、R3SiO1/2、RSiO3/2およびSiO4/2
　[式中、Rは、1～16個の炭素原子を含むアルキルを表す]を含む架橋シロキサン系である
。これらの製品中、特に好ましいものは、RがC1～C4低級アルキル基、より特にメチルを
表すものである。
【００５７】
　これらの樹脂の中で、ジメチル/トリメチルシロキサン構造のシリコーンである、商品
名Dow Corning 593として販売されている製品、またはGeneral Electric社によって商品
名Silicone Fluid SS 4230およびSS 4267として販売されているものを挙げてもよい。
【００５８】
　信越化学工業社によって特に、商品名X22-4914、X21-5034およびX21-5037として販売さ
れているトリメチルシロキシシリケートタイプの樹脂を挙げてもよい。
【００５９】
　本発明により使用することができる有機変性シリコーンは、上記で定義された通りのシ
リコーンであり、その構造中に炭化水素系の基によって結合された1種または複数の有機
官能基を含む。
【００６０】
　上記のシリコーンの他に、有機変性シリコーンは、ポリジアリールシロキサン、特にポ
リジフェニルシロキサン、および前述の有機官能基で官能化されたポリアルキルアリール
シロキサンであってもよい。
【００６１】
　このポリアルキルアリールシロキサンは、25℃で1×10-5～5×10-2m2/秒の範囲の粘度
を有する、線状および/または分岐のポリジメチル/メチルフェニルシロキサンおよびポリ
ジメチル/ジフェニルシロキサンから特に選択される。
【００６２】
　これらのポリアルキルアリールシロキサンの中で、例として、以下の商品名として販売
されている製品を挙げてもよい。
- Rhodia製70641系列のSilbione(登録商標)油;
- Rhodia製Rhodorsil(登録商標)70633および763系列の油;
- Dow Corning製の油Dow Corning 556 Cosmetic Grade Fluid;
- Bayer製PK系列のシリコーン、例えば、製品PK20;
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- General Electric製SF系列のいくつかの油、例えば、SF 1023、SF 1154、SF 1250およ
びSF 1265。
【００６３】
　有機変性シリコーンの中で、
- C6～C24アルキル基を場合によって含むポリエチレンオキシおよび/またはポリプロピレ
ンオキシ基、例えば、商品名DC 1248としてDow Corning社によって販売されているジメチ
コンコポリオールとして知られている製品、またはUnion Carbide社製の油Silwet(登録商
標)L 722、L 7500、L 77およびL 711、および商品名Q2 5200としてDow Corning社によっ
て販売されている(C12)アルキルメチコンコポリオール;
- 置換または非置換アミン基、例えば、Genesee社によって商品名GP 4 Silicone Fluidお
よびGP 7100として販売されている製品、またはDow Corning社によって商品名Q2 8220お
よびDow Corning 929または939として販売されている製品。この置換アミン基は、特にC1
～C4アミノアルキル基である;
- アルコキシ化基、例えば、SWS Siliconesによって商品名Silicone Copolymer F-755と
して販売されている製品、およびGoldschmidt社によるAbil Wax(登録商標)2428、2434お
よび2440
を含むポリオルガノシロキサンを挙げてもよい。
【００６４】
　好ましくは、この脂肪物質は、オキシアルキレン化またはグリセロール化のどちらもさ
れていない。
【００６５】
　より特に、この脂肪物質は、周囲温度および大気圧で液体またはペースト状である化合
物から選択される。
【００６６】
　好ましくは、この脂肪物質は、25℃の温度および大気圧で液体である化合物である。
【００６７】
　この脂肪物質は、低級アルカン、脂肪アルコール、脂肪酸エステル、脂肪アルコールエ
ステル、油、特に非シリコーンの鉱物、植物または合成油、およびシリコーンから好まし
くは選択される。
【００６８】
　一実施形態によれば、この脂肪物質(複数可)は、流動ワセリン、ポリデセンおよび脂肪
酸または脂肪アルコールの液体エステル、またはこれらの混合物から選択される。特に、
本発明による組成物の脂肪物質(複数可)は、非シリコーン系である。
【００６９】
　アルカンまたは炭化水素およびシリコーンが、好ましくは選択される。
【００７０】
　本発明による組成物は、少なくとも25%の脂肪物質を含む。好ましくは、脂肪物質の濃
度は、組成物の総重量の25重量%～80重量%、さらに好ましくは25重量%～65重量%、さらに
好ましくは30重量%～55重量%の範囲である。
【００７１】
　本発明による組成物は、4,5-ジアミノピラゾールタイプの少なくとも1種の酸化塩基を
含む。
【００７２】
　4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基は、以下の一般式(I)
【００７３】



(12) JP 5744397 B2 2015.7.8

10

20

30

40

【化２】

【００７４】
　[式中、
　R1、R2、R3、R4およびR5は、同じか異なっていてよく、水素原子;または非置換である
か、もしくはOR(Rは、同じか異なっていてよく、水素原子またはアルキル基を表す)から
選択される少なくとも1つの置換基で置換されているC1～C6アルキル基を表し、R6は、水
素原子またはC1～C6アルキル基である]
に好ましくは対応する。
【００７５】
　式(I)の化合物は、例えば、HCl、HBr、HI、H2SO4もしくはH3PO4などの強無機酸、また
は例えば、酢酸、乳酸、酒石酸、クエン酸、コハク酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエン
スルホン酸、ギ酸もしくはメタンスルホン酸などの有機酸で場合によって塩化されてもよ
い。
【００７６】
　これらはまた、溶媒和物、例えば、水和物、またはエタノールもしくはイソプロパノー
ルなどの直鎖または分枝アルコールの溶媒和物の形態であってもよい。
【００７７】
　本発明により使用することができる4,5-ジアミノピラゾール誘導体の例として、特許DE
-A-3843892およびDE-A-4133957ならびに特許出願WO94/08969、WO94/08970、FR-A-2733749
およびDE-A-19543988に記載された化合物、例えば、4,5-ジアミノ-1-メチルピラゾール、
4,5-ジアミノ-1-(2-ヒドロキシエチル)ピラゾール、4,5-ジアミノ-1-(4'-クロロベンジル
)ピラゾール、4,5-ジアミノ-1,3-ジメチルピラゾール、4,5-ジアミノ-3-メチル-1-フェニ
ルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-メチル-3-フェニルピラゾール、4-アミノ-1,3-ジメチル-
5-ヒドラジノピラゾール、1-ベンジル-4,5-ジアミノ-3-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ
-3-tert-ブチル-1-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-tert-ブチル-3-メチルピラゾール
、4,5-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチル)-3-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-エチル
-3-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-エチル-3-(4'-メトキシフェニル)ピラゾール、4,
5-ジアミノ-1-エチル-3-ヒドロキシメチルピラゾール、4,5-ジアミノ-3-ヒドロキシメチ
ル-1-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-3-ヒドロキシメチル-1-イソプロピルピラゾール
、4,5-ジアミノ-3-メチル-1-イソプロピルピラゾールおよび4-アミノ-5-(2'-アミノエチ
ル)アミノ-1,3-ジメチルピラゾール、ならびにその付加塩を挙げてもよい。
【００７８】
　以下の式
【００７９】
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【化３】

【００８０】
の4,5-ジアミノ-1-(2-ヒドロキシエチル)-1H-ピラゾールおよび4,5-ジアミノ-1-(2-ヒド
ロキシエチル)-1H-ピラゾール硫酸塩などのその塩がさらにより特に好ましい。
【００８１】
　4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基および/またはその酸付加塩の量は、組成物の総重量
に対して、0.005重量%～10重量%、好ましくは0.05重量%から1.5重量%の間の範囲である。
【００８２】
　4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基に加えて、この組成物は、1種または複数の追加の染
料前駆体を含む。
【００８３】
　このまたはこれらの追加の染料前駆体(複数可)は、4,5-ジアミノ-ピラゾールおよびカ
プラー以外の酸化塩基から選択される。
【００８４】
　本発明の状況において使用することができる酸化塩基(複数可)は、酸化染色において従
来知られているものから選択され、これらの中でo-およびp-フェニレンジアミン、複塩基
、o-およびp-アミノフェノール、複素環塩基ならびにまたこれらの化合物の酸付加塩も特
に挙げることができる。
【００８５】
　これらの酸化塩基は、特にカチオン性であり得る。
【００８６】
　本発明の状況において使用することができるp-フェニレンジアミンは、以下の式(II)の
化合物およびこれらの酸付加塩
【００８７】
【化４】

【００８８】
　[式中、
　R8は、水素原子、C1～C4アルキル基、C1～C4モノヒドロキシアルキル基、C2～C4ポリヒ
ドロキシアルキル基、(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル基または窒素含有基、フェニ
ル基または4'-アミノフェニル基で置換されているC1～C4アルキル基を表し、
　R9は、水素原子、C1～C4アルキル基、C1～C4モノヒドロキシアルキル基、C2～C4ポリヒ
ドロキシアルキル基、(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル基または窒素含有基で置換さ
れているC1～C4アルキル基を表し、
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　R8およびR9はまた、窒素原子と共に、それを担持する、1つまたは複数のアルキル、ヒ
ドロキシルまたはウレイド基で場合によって置換されている、5または6個の環員を含む窒
素含有複素環を形成してもよく、
　R10は、水素原子、塩素原子などのハロゲン原子、C1～C4アルキル、スルホ、カルボキ
シル、C1～C4モノヒドロキシアルキルまたはC1～C4ヒドロキシアルコキシ、C1～C4アセチ
ルアミノアルコキシ、C1～C4メシルアミノアルコキシもしくはC1～C4カルバモイルアミノ
アルコキシ基を表し、
　R11は、水素もしくはハロゲン原子またはC1～C4アルキル基を表す]
から特に選択してもよい。
【００８９】
　上記式(II)における窒素含有基の中で、アミノ、モノ(C1～C4)アルキルアミノ、ジ(C1
～C4)アルキルアミノ、トリ(C1～C4)アルキルアミノ、モノヒドロキシ(C1～C4)アルキル
アミノ、イミダゾリニウムおよびアンモニウム基を特に挙げることができる。
【００９０】
　上記式(II)のp-フェニレンジアミンの中で、p-フェニレンジアミン、p-トルイレンジア
ミン、2-クロロ-p-フェニレンジアミン、2,3-ジメチル-p-フェニレンジアミン、2,6-ジメ
チル-p-フェニレンジアミン、2,6-ジエチル-p-フェニレンジアミン、2,5-ジメチル-p-フ
ェニレンジアミン、N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン、N,N-ジエチル-p-フェニレンジ
アミン、N,N-ジプロピル-p-フェニレンジアミン、4-アミノ-N,N-ジエチル-3-メチルアニ
リン、4-N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)アミノ-2-メチルアニリン、N,N-ビス(β-ヒドロ
キシエチル-p-フェニレンジアミン、4-N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)-アミノ-2-クロロ
アニリン、2-β-ヒドロキシエチル-p-フェニレンジアミン、2-フルオロ-p-フェニレンジ
アミン、2-イソプロピル-p-フェニレンジアミン、N-(β-ヒドロキシプロピル)-p-フェニ
レンジアミン、2-ヒドロキシメチル-p-フェニレンジアミン、N,N-ジメチル-3-メチル-p-
フェニレンジアミン、N-エチル-N-(β-ヒドロキシエチル)-p-フェニレンジアミン、N-(β
,γ-ジヒドロキシプロピル)-p-フェニレンジアミン、N-(4'-アミノフェニル)-p-フェニレ
ンジアミン、N-フェニル-p-フェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエチルオキシ-p-フェ
ニレンジアミン、2-β-アセチルアミノエチルオキシ-p-フェニレンジアミン、N-(β-メト
キシエチル)-p-フェニレンジアミンおよび2-メチル-1-N-β-ヒドロキシエチル-p-フェニ
レンジアミン、ならびにその酸付加塩をより特に挙げてもよい。
【００９１】
　上記の式(II)のp-フェニレンジアミンの中で、p-フェニレンジアミン、p-トルイレンジ
アミン、2-イソプロピル-p-フェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエチル-p-フェニレン
ジアミン、2,6-ジメチル-p-フェニレンジアミン、2,6-ジエチル-p-フェニレンジアミン、
2,3-ジメチル-p-フェニレンジアミン、2-クロロ-p-フェニレンジアミンおよびN,N-ビス(
β-ヒドロキシエチル)-p-フェニレンジアミン、ならびにその酸付加塩が最も特に好まし
い。
【００９２】
　p-フェニレンジアミン、p-トルイレンジアミン、N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)-p-フ
ェニレンジアミン、およびその酸付加塩が、最も特に使用される。
【００９３】
　本発明によれば、「複塩基」という用語は、アミノおよび/またはヒドロキシル基が担
持されている少なくとも2つ芳香環を含む化合物を意味するものとする。
【００９４】
　本発明による組成物中に酸化塩基として使用することができる複塩基の中で、以下の式
(III)に対応する化合物およびその酸付加塩
【００９５】
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【００９６】
　[式中、
　Z1およびZ2は、同じか異なっていてよく、ヒドロキシル基、あるいはC1～C4アルキル基
でまたはリンカー結合手Yで置換されていてもよい-NH2基を表し、
　リンカー結合手Yは、1つまたは複数の窒素含有基でおよび/または酸素、硫黄もしくは
窒素原子などの1個または複数のヘテロ原子で割り込まれているか、末端とされていても
よく、1つまたは複数のヒドロキシルまたはC1～C6アルコキシ基で場合によって置換され
ている、1～14個の炭素原子を含む直鎖または分枝のアルキレン鎖を表し、
　R12およびR13は、水素もしくはハロゲン原子、C1～C4アルキル、C1～C4モノヒドロキシ
アルキル、C2～C4ポリヒドロキシアルキルもしくはC1～C4アミノアルキル基、またはリン
カー結合手Yを表し、
　R14、R15、R16、R17、R18およびR19は、同じか異なってもよく、水素原子、リンカー結
合手YまたはC1～C4アルキル基を表し、
　式(III)の化合物は、1分子当たりただ1つのリンカー結合手Yを含むものと理解される]
を特に挙げてもよい。
【００９７】
　上記の式(III)における窒素含有基の中で、アミノ、モノ(C1～C4)アルキルアミノ、ジ(
C1～C4)アルキルアミノ、トリ(C1～C4)アルキルアミノ、モノヒドロキシ(C1～C4)アルキ
ルアミノ、イミダゾリニウムおよびアンモニウム基を特に挙げることができる。
【００９８】
　上記の式(III)の複塩基の中で、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4'-アミ
ノフェニル)-1,3-ジアミノプロパノール、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4
'-アミノフェニル)エチレンジアミン、N,N'-ビス(4-アミノフェニル)テトラメチレンジア
ミン、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4-アミノフェニル)テトラメチレンジ
アミン、N,N'-ビス(4-メチルアミノフェニル)テトラメチレンジアミン、N,N'-ビス(エチ
ル)-N,N'-ビス(4'-アミノ-3'-メチルフェニル)エチレンジアミンおよび1,8-ビス(2,5-ジ
アミノフェノキシ)-3,5-ジオキサオクタン、ならびにその酸付加塩をより特に挙げてもよ
い。
【００９９】
　式(III)のこれらの複塩基の中で、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4'-ア
ミノフェニル)-1,3-ジアミノプロパノール、1,8-ビス(2,5-ジアミノフェノキシ)-3,5-ジ
オキサオクタンまたはその酸付加塩が特に好ましい。
【０１００】
　本発明の状況において使用することができるp-アミノフェノールは、以下の式(IV)に対
応する化合物およびその酸付加塩
【０１０１】
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【化６】

【０１０２】
　[式中、
　R20は、水素原子、フッ素などのハロゲン原子またはC1～C4アルキル、C1～C4モノヒド
ロキシアルキル、(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル、C1～C4アミノアルキルもしくは
(C1～C4)ヒドロキシアルキル(C1～C4)アミノアルキル基を表し、
　R21は、水素原子もしくはフッ素などのハロゲン原子またはC1～C4アルキル、C1～C4モ
ノヒドロキシアルキル、C2～C4ポリヒドロキシアルキル、C1～C4アミノアルキル、C1～C4
シアノアルキルもしくは(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル基を表す]
から特に選択される。
【０１０３】
　上記式(IV)のp-アミノフェノールの中で、p-アミノフェノール、4-アミノ-3-メチルフ
ェノール、4-アミノ-3-フルオロフェノール、4-アミノ-3-ヒドロキシメチルフェノール、
4-アミノ-2-メチルフェノール、4-アミノ-2-ヒドロキシメチルフェノール、4-アミノ-2-
メトキシメチルフェノール、4-アミノ-2-アミノメチルフェノールおよび4-アミノ-2-(β-
ヒドロキシエチルアミノメチル)フェノール、ならびにその酸付加塩をより特に挙げても
よい。
【０１０４】
　p-アミノフェノールおよび4-アミノ-3-メチルフェノールは、さらにより好ましい。
【０１０５】
　本発明の状況において酸化塩基として使用することができるo-アミノフェノールは、2-
アミノフェノール、2-アミノ-1-ヒドロキシ-5-メチルベンゼン、2-アミノ-1-ヒドロキシ-
6-メチルベンゼンおよび5-アセトアミド-2-アミノフェノール、ならびにその酸付加塩か
ら特に選択される。
【０１０６】
　本発明による組成物において酸化塩基として使用することができる複素環塩基の中で、
ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体およびピラゾール誘導体、ならびにその酸付加塩をよ
り特に挙げてもよい。
【０１０７】
　ピリジン誘導体の中で、例えば、特許GB1026978およびGB1153196に記載された化合物、
例えば、2,5-ジアミノピリジン、2-(4-メトキシフェニル)アミノ-3-アミノ-ピリジン、2,
3-ジアミノ-6-メトキシピリジン、2-(β-メトキシエチル)アミノ-3-アミノ-6-メトキシピ
リジンおよび3,4-ジアミノピリジン、ならびにその酸付加塩をより特に挙げてもよい。
【０１０８】
　ピリミジン誘導体の中で、例えば、ドイツ特許DE2359399または日本特許JP88-169571お
よびJP91-10659または特許出願WO96/15765に記載された化合物、例えば、2,4,5,6-テトラ
アミノピリミジン、4-ヒドロキシ-2,5,6-トリアミノピリミジン、2-ヒドロキシ-4,5,6-ト
リアミノピリミジン、2,4-ジヒドロキシ-5.6-ジアミノピリミジン、2,5,6-トリアミノピ
リミジン、および特許出願FR-A-2750048で挙げられたものなどのピラゾロピリミジン誘導
体(これらの中で、ピラゾロ[1,5-a]-ピリミジン-3,7-ジアミン;2,5-ジメチルピラゾロ[1,
5-a]-ピリミジン-3,7-ジアミン;ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,5-ジアミン;2,7-ジメチル
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ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,5-ジアミン;3-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-オー
ル;3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-5-オール;2-(3-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミ
ジン-7-イルアミノ)エタノール;2-(7-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-イルアミノ)
エタノール;2-[(3-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-イル)(2-ヒドロキシエチル)アミ
ノ]エタノール;2-[(7-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-イル)(2-ヒドロキシエチル)-
アミノ]エタノール;5.6-ジメチルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジアミン;2,6-ジメチ
ルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジアミン;2,5,N7,N7-テトラメチルピラゾロ[1,5-a]-
ピリミジン-3,7-ジアミン;3-アミノ-5-メチル-7-イミダゾリル-プロピルアミノピラゾロ[
1,5-a]ピリミジン;これらの付加塩および互変異性体の平衡が存在する場合はこれらの互
変異性形態を挙げてもよい)をより特に挙げてもよい。
【０１０９】
　ピラゾール誘導体としてまた、ジアミノ-N,N-ジヒドロピラゾロピラゾロン、および特
に出願FR-A-2886136に記載されたもの、例えば、以下の化合物およびこれらの付加塩:2,3
-ジアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン、2-アミノ-3-エチル
アミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン、2-アミノ-3-イソプロ
ピルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]-ピラゾール-1-オン、2-アミノ-3-(ピ
ロリジン-1-イル)-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン、4,5-ジアミ
ノ-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン、4,5-ジアミノ-1,2-ジエチル-1,2-ジ
ヒドロピラゾール-3-オン、4,5-ジアミノ-1,2-ジ(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロピ
ラゾール-3-オン、2-アミノ-3-(2-ヒドロキシエチル)アミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾ
ロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン、2-アミノ-3-ジメチルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾ
ロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン、2,3-ジアミノ-5,6,7,8-テトラヒドロ-1H,6H-ピリダジノ[1
,2-a]ピラゾール-1-オン、4-アミノ-1,2-ジエチル-5-(ピロリジン-1-イル)-1,2-ジヒドロ
ピラゾール-3-オン、4-アミノ-5-(3-ジメチルアミノピロリジン-1-イル)-1,2-ジエチル-1
,2-ジヒドロピラゾール-3-オンおよび2,3-ジアミノ-6-ヒドロキシ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-
ピラゾロ-[1,2-a]ピラゾール-1-オンを挙げてもよい。
【０１１０】
　2,3-ジアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]-ピラゾール-1-オンおよび/または
その付加塩を使用するのが好ましい。
【０１１１】
　本発明による組成物において使用することができるカチオン性酸化塩基として、例えば
、以下の化合物を挙げてもよい:特に特許出願FR-A-2766177およびFR-A-2766178に記載さ
れたp-フェニレンジアミン、例えば、特許出願FR-A-2766177およびFR-A-2766178に記載さ
れたp-アミノフェノール、例えば、特許出願FR-A-2782718、FR-A-2782716およびFR-A-278
2719に記載されたo-フェニレンジアミン、o-アミノフェノールまたはカチオン性である複
塩基、例えば、特許出願FR-A-2766179に記載されたビス(アミノフェニル)アルキレンジア
ミン誘導体タイプ、およびまたカチオン性複素環塩基(これらの化合物は、少なくとも1個
の四級窒素原子を担持している)。
【０１１２】
　好ましくは、本発明による組成物に使用することができるカチオン性酸化塩基は、カチ
オン性p-フェニレンジアミンである。
【０１１３】
　有利には、1つの変形は、p-フェニレンジアミン構造のカチオン性酸化塩基用いること
からなり、その少なくとも1つのアミン官能基はピロリジン環を有する三級アミンであり
、この分子は少なくとも1個の四級窒素原子を有する。このような塩基が例えば、文献EP-
A-1348695に記載されている。
【０１１４】
　本発明による組成物は、組成物の総重量に対して0.0005重量%～12重量%の範囲の酸化塩
基の総量を好ましくは含む。好ましくは、この組成物は、前記組成物の総重量に対して、
0.005重量%～8重量%、さらに好ましくは0.05重量%～5重量%の範囲の酸化塩基の総量を含
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む。
【０１１５】
　本発明による組成物中に使用することができるカプラー(複数可)は、酸化染色用組成物
中に通常使用されるもの、即ち、m-アミノフェノール、m-フェニレンジアミン、m-ジフェ
ノール、ナフトールおよび例えば、インドール誘導体、インドリン誘導体、セサモールお
よびその誘導体、ピリジン誘導体、ピラゾロトリアゾール誘導体、ピラゾロン、インダゾ
ール、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、1,3-ベンゾジオキ
ソールおよびキノリンなどの複素環カプラー、ならびにこれらの化合物の酸付加塩である
。
【０１１６】
　これらのカプラーは、2,4-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチルオキシ)ベンゼン、2-メチ
ル-5-アミノフェノール、5-N-(β-ヒドロキシエチル)アミノ-2-メチルフェノール、3-ア
ミノフェノール、1,3-ジヒドロキシベンゼン、1,3-ジヒドロキシ-2-メチルベンゼン、4-
クロロ-1,3-ジヒドロキシベンゼン、2-アミノ-4-(β-ヒドロキシエチルアミノ)-1-メトキ
シベンゼン、1,3-ジアミノベンゼン、1,3-ビス(2,4-ジアミノフェノキシ)プロパン、セサ
モール、1-アミノ-2-メトキシ-4,5-メチレンジオキシベンゼン、α-ナフトール、6-ヒド
ロキシインドール、4-ヒドロキシインドール、4-ヒドロキシ-N-メチルインドール、6-ヒ
ドロキシインドリン、2,6-ジヒドロキシ-4-メチルピリジン、1H-3-メチルピラゾール-5-
オン、1-フェニル-3-メチルピラゾール-5-オン、2-アミノ-3-ヒドロキシピリジン、3,6-
ジメチルピラゾロ-[3,2-c]-1,2,4-トリアゾールおよび2,6-ジメチルピラゾロ-[1,5-b]-1,
2,4-トリアゾール、ならびにその酸付加塩からより特に選択される。
【０１１７】
　本発明による組成物は、組成物の総重量に対して0.0001重量%～15重量%の範囲のカプラ
ーの総量を一般に含む。好ましくは、この組成物は、組成物の総重量に対して0.001重量%
～10重量%、さらに好ましくは0.01重量%～8重量%の範囲のカプラーの総量を含む。
【０１１８】
　酸化塩基およびカプラーは、本発明の組成物中で付加塩の形態で、特に酸付加塩の形態
で存在してもよい。
【０１１９】
　本発明の状況において使用することができる酸付加塩は、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸
塩、クエン酸塩、コハク酸塩、酒石酸塩、乳酸塩、酢酸塩、アルキル硫酸塩およびアルキ
ルスルホン酸塩から特に選択される。
【０１２０】
　酸化塩基またはカプラーが、1種または複数のカルボン酸またはスルホン酸官能基を含
む場合、塩基付加塩を想定することができる。本発明の染料組成物の状況で使用すること
ができる塩基付加塩は、この場合特に、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア
水またはアミンで得られるものである。
【０１２１】
　本発明の特定の一実施形態によれば、この組成物は、1種または複数の追加の酸化塩基
および1種または複数のカプラーを含む。
【０１２２】
　一変形によれば、追加の酸化塩基は、p-アミノフェノールおよび複素環塩基ならびにま
た対応する酸付加塩から選択される。
【０１２３】
　本発明による組成物は、1種または複数の酸化剤を含む。
【０１２４】
　このような酸化剤は、例えば、過酸化水素または過酸化尿素などの過酸化物、アルカリ
金属の臭素酸またはフェリシアン化物、および過ホウ酸塩、過炭酸塩および過硫酸塩など
の過酸塩から選択される。酸化剤として、ラッカーゼ、ペルオキシダーゼおよび2電子オ
キシドレダクターゼ(ウリカーゼなど)などの1種または複数の酸化還元酵素も、場合によ
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ってこれらのそれぞれの供与体または補助因子の存在下で使用してもよい。
【０１２５】
　過酸化水素の使用が特に好ましい。この酸化剤は、有利には過酸化水素水溶液からなり
、その力価は、より特におよそ1～40容量、さらに好ましくはおよそ5～40容量で変化し得
る。
【０１２６】
　本発明の組成物の酸化剤の濃度は、好ましくは組成物の総重量の0.1重量%～20重量%、
さらに好ましくは0.5重量%～10重量%の範囲である。
【０１２７】
　本発明の組成物は、好ましくは1種または複数のアルカリ剤を含む。このまたはこれら
のアルカリ剤(複数可)は、例えば、アンモニア水、アルカリ金属炭酸塩または炭酸水素塩
、特に炭酸ナトリウムもしくは炭酸水素ナトリウムまたは炭酸カリウムもしくは炭酸水素
カリウム、モノ、ジおよびトリエタノールアミンなどのアルカノールアミンおよびその誘
導体、オキシエチレン化および/またはオキシプロピレン化されたヒドロキシアルキルア
ミンおよびエチレンジアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アミノ酸、特にアル
ギニンまたはリシンなどの塩基性アミノ酸、および以下の式(V)の化合物
【０１２８】
【化７】

【０１２９】
　[式中、
　Rは、ヒドロキシル基またはC1～C4アルキル基で場合よって置換されているプロピレン
残基であり、
　R22、R23、R24およびR25は、同じか異なっていてよく、水素原子、C1～C4アルキル基ま
たはC1～C4ヒドロキシアルキル基を表す]
から選択される。
【０１３０】
　特定の一実施形態によれば、この組成物は、少量のアンモニア水を含むか、またはアン
モニア水を含まない。この実施形態によれば、この組成物は、1種または複数のアルカノ
ールアミン、特に、モノエタノールアミンまたは2-アミノ-2-メチル-1-プロパノールを好
ましくは含む。
【０１３１】
　好ましい実施形態によれば、この組成物は、アルカリ剤として少なくとも1種の有機ア
ミン、好ましくは少なくとも1種のアルカノールアミンを含む。組成物が、アルカノール
アミンおよび水酸化アンモニウムまたはこれらの塩を含む2種以上のアルカリ剤を含む場
合、有機アミン(複数可)の量は、好ましくはアンモニアの量より多い。
【０１３２】
　本発明の組成物のアルカリ剤(複数可)の濃度は、組成物の総重量の好ましくは0.01重量
%～30重量%、さらにより好ましくは0.1重量%～20重量%の範囲である。
【０１３３】
　本発明による染料組成物はまた、ニトロベンゼン染料、アゾ直接染料、メチン直接染料
、およびこれらの付加塩から特に選択される1種または複数の直接染料を含んでもよい。
これらの直接染料は、非イオン性、アニオン性またはカチオン性であってもよい。
【０１３４】
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　この組成物はまた、染色媒体を構成する他の化合物を含んでもよい。この染色媒体は、
通常、水、または水と好ましくは水溶性である、1種または複数の化粧品として許容され
る有機溶媒(複数可)との混合物を含む。
【０１３５】
　有機溶媒の例として、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコー
ルおよびフェニルエチルアルコールなどのアルコール、あるいはグリコールまたは、例え
ば、エチレングリコールのモノメチル、モノエチルもしくはモノブチルエーテルなどのグ
リコールエーテル、プロピレングリコールまたは例えば、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテルなどのそのエーテル、ブチレングリコール、ヘキシレングリコール、ジプロピ
レングリコールおよびまた、例えば、ジエチレングリコールモノエチルエーテルもしくは
ジエチレングリコールモノブチルエーテルなどのジエチレングリコールアルキルエーテル
を特に挙げてもよい。この溶媒は、この場合、組成物の総重量に対しておよそ0.01重量%
から35重量%の間、好ましくはおよそ0.1重量%から25重量%の間の濃度で存在してもよい。
【０１３６】
　好ましくは、本発明の組成物は水を含む。さらに好ましくは、水の濃度は、組成物の総
重量の10重量%～70重量%、さらに好ましくは20重量%～55重量%の範囲である。
【０１３７】
　本発明による組成物はまた、毛髪染色用組成物に通常使用される1種または複数の補助
剤(複数可)を含む。
【０１３８】
　「補助剤」という用語は、上述の化合物以外の添加剤を意味するものとする。
【０１３９】
　使用することができる補助剤の例として、アニオン性、カチオン性、非イオン性、両性
もしくは双性イオン界面活性剤、またはこれらの混合物;アニオン性、カチオン性、非イ
オン性、両性もしくは双性イオンポリマー、無機または有機増粘剤、特に、本発明による
会合性セルロース以外の、アニオン性、カチオン性、非イオン性および両性の会合性ポリ
マー増粘剤;酸化防止剤または還元剤;浸透剤;金属イオン封鎖剤;芳香剤;緩衝剤;分散剤;
例えば、変性または非変性であってもよい揮発性または不揮発性シリコーンなどの、コン
ディショニング剤;被膜形成剤;セラミド、防腐剤;乳白剤;および帯電防止剤を挙げてもよ
い。
【０１４０】
　上記補助剤は、これらのそれぞれについて、染料組成物の重量に対して0.01重量%～20
重量%の間の量で一般に存在する。
【０１４１】
　好ましくは、本発明の組成物は1種または複数の界面活性剤を含む。
【０１４２】
　好ましくは、界面活性剤(複数可)は、非イオン性界面活性剤からまたはアニオン性界面
活性剤から選択される。
【０１４３】
　アニオン性界面活性剤は、以下の化合物の塩(特に、アルカリ金属塩、特にナトリウム
塩、アンモニウム塩、アミノアルコール塩などのアミン塩、アルカリ土類金属塩、例えば
マグネシウム塩)からより特に選択される。
- アルキルスルフェート、アルキルエーテルスルフェート、アルキルアミドエーテルスル
フェート、アルキルアリールポリエーテルスルフェート、モノグリセリドスルフェート;
- アルキルスルホネート、アルキルアミドスルホネート、アルキルアリールスルホネート
、α-オレフィンスルホネート、パラフィンスルホネート;
- アルキルホスフェート、アルキルエーテルホスフェート;
- アルキルスルホスクシネート、アルキルエーテルスルホスクシネート、アルキルアミド
スルホスクシネート、アルキルスルホスクシナメート;
- アルキルスルホアセテート;
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- アシルサルコシン;アシルイセチオネートおよびN-アシルタウレート;
- オレイン酸、リシノール酸、パルミチン酸またはステアリン酸、ヤシ油脂肪酸または硬
化ヤシ油脂肪酸などの脂肪酸の塩
- アルキル-D-ガラクトシドウロン酸塩;
- アシルラクチレート;
- ポリオキシアルキレン化アルキルエーテルカルボン酸、ポリオキシアルキレン化アルキ
ルアリールエーテルカルボン酸またはポリオキシアルキレン化アルキルアミドエーテルカ
ルボン酸の塩、特に2～50個のエチレンオキシド基を含むもの;
- ならびにこれらの混合物。
【０１４４】
　これらの様々な化合物のアルキルまたはアシル基は、有利には6～24個の炭素原子、好
ましくは8～24個の炭素原子を含み、アリール基は、フェニルまたはベンジル基を好まし
くは表すことに留意するべきである。
【０１４５】
　非イオン性界面活性剤は、モノオキシアルキレン化またはポリオキシアルキレン化の、
モノグリセロール化またはポリグリセロール化非イオン性界面活性剤からより特に選択さ
れる。オキシアルキレン単位は、より特にオキシエチレンもしくはオキシプロピレン単位
またはこれらの組合せであり、好ましくはオキシエチレン単位である。
【０１４６】
　オキシアルキレン化非イオン性界面活性剤の例として、
　オキシアルキレン化(C8～C24)アルキルフェノール、
　飽和または不飽和の、直鎖または分枝オキシアルキレン化C8～C30アルコール、
　飽和または不飽和の、直鎖または分枝オキシアルキレン化C8～C30アミド、
　飽和または不飽和の、直鎖または分枝C8～C30の酸とポリエチレングリコールのエステ
ル、
　飽和または不飽和の、直鎖または分枝C8～C30の酸とソルビトールのポリオキシアルキ
レン化エステル、
　飽和または不飽和のオキシエチレン化植物油、
　とりわけ、エチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシドの単独または混合物と
しての縮合物
を挙げてもよい。
【０１４７】
　この界面活性剤は、1から50の間、好ましくは2から30の間のエチレンオキシドおよび/
またはプロピレンオキシドのモル数を含む。有利には、この非イオン性界面活性剤は、オ
キシプロピレン化単位を少しも含まない。
【０１４８】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、このオキシアルキレン化非イオン性界面活性剤
は、オキシエチレン化C8～C30およびオキシエチレン化C18～C30アルコールから選択され
る。
【０１４９】
　モノグリセロール化またはポリグリセロール化非イオン性界面活性剤の例として、モノ
グリセロール化またはポリグリセロール化C8～C40アルコールが好ましくは使用される。
【０１５０】
　特に、モノグリセロール化またはポリグリセロール化C8～C40アルコールは、以下の式
　RO-[CH2-CH(CH2OH)-O]m-H
　[式中、Rは、直鎖または分枝のC8～C40、好ましくはC8～C30の、アルキルまたはアルケ
ニル基を表し、mは、1～30、好ましくは1～10の範囲の数を表す]
に対応する。
【０１５１】
　本発明の状況において適している化合物の例として、4モルのグリセロールを含むラウ
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リルアルコール(INCI名称:ポリグリセリル-4ラウリルエーテル)、1.5モルのグリセロール
を含むラウリルアルコール、4モルのグリセロールを含むオレイルアルコール(INCI名称:
ポリグリセリル-4オレイルエーテル)、2モルのグリセロールを含むオレイルアルコール(I
NCI名称:ポリグリセリル-2オレイルエーテル)、2モルのグリセロールを含むセテアリルア
ルコール、6モルのグリセロールを含むセテアリルアルコール、6モルのグリセロールを含
むオレオセチルアルコール、および6モルのグリセロールを含むオクタデカノールを挙げ
てもよい。
【０１５２】
　このアルコールは、mの値が統計上の値を表すのと同様にアルコールの混合物を表して
もよく、これは、市販品においていくつかの種のポリグリセロール化脂肪アルコールが混
合物の形態で共存してもよいことを意味する。
【０１５３】
　モノグリセロール化またはポリグリセロール化アルコールの中で、1モルのグリセロー
ルを含むC8/C10アルコール、1モルのグリセロールを含むC10/C12アルコールおよび1.5モ
ルのグリセロールを含むC12アルコールを使用することがより特に好ましい。
【０１５４】
　好ましくは、本発明の組成物中に存在する界面活性剤は、非イオン性界面活性剤である
。
【０１５５】
　本発明の組成物中の界面活性剤の含量は、組成物の重量に対してより特に0.1重量%～50
重量%、好ましくは0.5重量%～30重量%を表す。
【０１５６】
　当然、当業者であれば、上記の場合による補助剤(複数可)を、本発明の組成物に本質的
に伴う有利な特性が、想定されるこの添加(単数または複数)によって損なわれないか、ま
たは実質的に損なわれないように留意して選択する。
【０１５７】
　本発明による組成物pHは、一般に、およそ3から12の間、好ましくはおよそ5から11の間
、優先的に7～11である。pHは、ケラチン繊維の染色に通常使用される酸性化剤または塩
基性化剤によって、あるいは従来の緩衝系によって所望の値に調整してもよい。
【０１５８】
　アルカリ剤は、例えば前述のものである。
【０１５９】
　酸性化剤の中で、塩酸、オルト-リン酸、酒石酸、クエン酸もしくは乳酸などのカルボ
ン酸、またはスルホン酸などの無機酸もしくは有機酸を例として挙げてもよい。
【０１６０】
　本発明による染料組成物は、種々の形態、例えば、液体、クリームもしくはゲル、また
はケラチン繊維、特にヒト毛髪を染色するのに適した任意のその他の形態であってもよい
。
【０１６１】
　本発明の方法は、上記で定義された本発明による組成物を繊維に適用する方法である。
この色は、酸性、中性またはアルカリ性のpHで現れてもよく、酸化剤を本発明の組成物の
他の化合物に、ちょうど使用時点で添加してもよく、あるいは他の化合物と同時にまたは
逐次に使用してもよい。
【０１６２】
　通常およそ1～60分間、好ましくはおよそ5～45分間の範囲である放置時間後、ケラチン
繊維をすすぎ、場合によってシャンプーで洗浄し、再度すすぎ、乾燥させる。
【０１６３】
　本発明による組成物は、上記で定義された少なくとも1種の酸化剤を含む酸化性組成物
を優先的に含む、少なくとも2つ組成物、好ましくは2つまたは3つの組成物を混合した結
果生じてもよい。組成物の1つは無水であってもよい。



(23) JP 5744397 B2 2015.7.8

10

20

30

40

【０１６４】
　本発明の主題はまた、脂肪物質(複数可)を含む組成物を含む第1の区画、4,5-ジアミノ
ピラゾール酸化塩基(複数可)および追加の染料前駆体(複数可)および場合によるアルカリ
剤(複数可)を含む第2の区画、ならびに酸化剤(複数可)を含む第3の区画を含み、この第3
の区画が脂肪物質の一部を含むことが可能である、多区画染色デバイスまたは染色「キッ
ト」である。この実施形態では、脂肪物質(複数可)を含む組成物は、無水物であってもよ
い。本発明の目的では、「無水組成物」という用語は、この組成物の重量に対して5重量%
未満、好ましくは2重量%未満、さらにより好ましくは1重量%未満の含水量を有する化粧品
組成物を意味するものとする。この水は、より詳細には、塩の結晶化からの水または本発
明による組成物の調製に使用される出発材料によって吸収された微量の水などの結合水で
あることに留意するべきである。
【０１６５】
　第2の実施形態によれば、本発明のデバイスは、脂肪物質(複数可)および1種または複数
の酸化剤を含む組成物を含む第1の区画、ならびに4,5-ジアミノピラゾール酸化塩基(複数
可)、追加の染料前駆体(複数可)および場合によって、1種または複数のアルカリ剤を含む
組成物を含む第2の区画を含む。このデバイスは、本出願人の名前の特許FR-A-2586913に
記載されたデバイスなどの、毛髪上に所望の混合物を供給するための手段が取り付けられ
ていてもよい。
【０１６６】
　第3の実施形態によれば、本発明のデバイスは、脂肪物質(複数可)、4,5-ジアミノピラ
ゾール酸化塩基(複数可)、追加の染料前駆体(複数可)および場合によって、アルカリ剤(
複数可)を含む組成物を含む第1の区画、ならびに1種または複数の酸化剤を含む第2の区画
を含む。
【０１６７】
　本発明の主題はまた、ケラチン繊維、特に毛髪などのヒトケラチン繊維を酸化染色する
ための、上記で定義された染料組成物の使用である。
【０１６８】
　以下の実施例は、本発明を例示することが意図されているが、本発明の範囲を限定する
ものではない。
【０１６９】
(実施例)
　以下の組成物を調製した。
【０１７０】
【表１】

【０１７１】
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【表２】

【０１７２】
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【表３】

【０１７３】
　3種の組成物を使用時点で、以下の割合で混合する:10gの組成物1と共に、4gの組成物2
および16gの組成物3。白髪90%を含む天然のグレイヘアの髪房に、この混合物を毛髪1g当
たり10gの割合で適用する。30分の放置時間後、毛髪をすすぎ、標準的なシャンプーで洗
浄し、乾燥させる。
【０１７４】
　毛髪の着色を視覚的に評価する。
【０１７５】
【表４】

【０１７６】
(実施例2)
　以下の組成物を調製した(量はg単位で表されている)。
【０１７７】
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【表５】

【０１７８】
　組成物B(g単位)
【０１７９】

【表６】

【０１８０】
　組成物C(g単位)
【０１８１】
【表７】

【０１８２】
　組成物A1またはA2を組成物BおよびCと一緒に、使用時点で以下の割合で混合した:10gの
組成物A1またはA2と共に、4gの組成物Bおよび15gの組成物C。
【０１８３】



(27) JP 5744397 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

　次いで、得られた混合物を90%の白髪を含む天然の毛髪、および90%の白髪を含むパーマ
をかけた毛髪、および強く敏感になった毛髪(SA42)に、1gの毛髪に対して14.5gの混合物
の割合で適用した。30分の放置時間後、毛髪をすすぎ、標準的なシャンプーで洗浄し、乾
燥させる。
【０１８４】
　毛髪の色をDatacolor SF600X Spectraflash(光源D65、角度10°、反射成分を含む)を用
いて測定した。
【０１８５】
　この系によれば、L*は明度を示す。L*の値が最小であると、毛髪の色は最も強い。この
色度座標は、パラメータa*およびb*によって表され、a*は赤/緑色調の軸およびb*は黄色/
青色調の軸を示す。
【０１８６】
　色度
　各着色された髪房に対して、以下の式から色度を評価した。
【０１８７】
【数１】

【０１８８】
【表８】

【０１８９】
　両方の場合において、組成物A2で得られた混合物は、組成物A1で得られた混合物より鮮
やかな色をもたらす。
【０１９０】
　選択性
　毛髪上の色の選択性も評価した。
【０１９１】
　着色の選択性は、天然の着色された毛髪と極めて敏感になった着色された毛髪の間の色
の差異である。選択性ΔEは以下の式
【０１９２】
【数２】

【０１９３】
　[式中、L*は明度を示し、a*およびb*は、極めて敏感になった着色された髪房の色度座
標であるのに対して、L0

*は明度を示し、a0
*およびb0

*は、天然の着色された髪房の色度
である]から計算される。ΔEの値が最小であると、着色の選択性は最も弱く、毛根から毛
髪まで繊維に沿って毛髪の色がより均一である。
【０１９４】
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【表９】

【０１９５】
　組成物A2で得られた混合物は、組成物A1で得られた混合物から得られたものより、弱い
、したがってより良好な選択性を有する色をもたらす。
【０１９６】
(実施例3)
　以下の組成物を調製した(量はg単位で表される)
【０１９７】
【表１０】

【０１９８】
　組成物B'(g単位)
【０１９９】
【表１１】

【０２００】
　組成物C(g単位)
【０２０１】
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【表１２】

【０２０２】
　使用時点で、10gの組成物A3またはA4を、4gの組成物B'および15gの組成物Cと混合した
。
【０２０３】
　次いで、各混合物を90%白髪の天然の毛髪(BN)に、および強く敏感になった毛髪(SA42)
に、1gの毛髪に対して14.5gの混合物の割合で適用した。30分の放置時間後、毛髪をすす
ぎ、標準的なシャンプーで洗浄し、乾燥させる。
【０２０４】
　毛髪の色をDatacolor SF600X Spectraflash(光源D65、角度10°、反射成分を含む)を用
いて測定した。
【０２０５】
　この色の選択性を上記の方法に従って評価した。結果は以下の表である。
【０２０６】

【表１３】

【０２０７】
　組成物A4で得られた混合物は、組成物A3で得られた混合物から得られた色より弱い、し
たがってより良好な選択性を有する色をもたらす。
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